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星医会副会長　今岡 千栄美 （３期）

星医会の皆様、こんにちは
三期生の今岡です。今年度より副会長を拝命いたしました。実はこの

原稿の巻頭言が初仕事になります。いろいろと至らないことと存じます
が、よろしくお願いいたします。
私に課せられたひとつの大きな課題は、星医会全体の３割、学生会員

では４割を占めるようになった女性医師の方々に医師という仕事に誇り
と情熱を持っていただくということです。言うまでもなく医師教育は通
常より時間がかかります。勉学に励み、技術、倫理を学び、希望を持って卒業されて間もなく結婚、出
産、育児と立て続けに人生のイベントに直面する方もいらっしゃいます。またそうでなくても頑張って
仕事を続けてきたものの、昇進なども含めて、男女差に愕然とさせられるというお話も聞こえてまいり
ます。そういった諸問題のしがらみの中で、女性医師の方々が医師という仕事への情熱や活力を失って
しまうことは、医学界全体にとってみてもマイナスであろうと思います。男性も女性もなく、医師を志
し、明日の医療を担う人材はとても貴重です。彼らの意思が貫ける場を整え、輝いてもらうために、同
窓会が何らかの支援、お手伝いができたらと思っています。
国や各自治体では最近になってようやく働く女性への関心が高まってきています。女性の社会的地位

向上活動家、論客が、大使や政府の重要な地位につくということが相次ぎ、日本の女性の地位が先進国
の中で相対的に低いという報道が拍車をかけているということもありますが、ブームで終わってしまっ
ては何もなりません。
医学会では昨年ごろから、ようやく外科学会、内科学会といった大きな組織でも男女共同参画に本腰

を入れる動きが出てきました。先日の内科学会では「女性内科医が生き生きとワークライフバランスを
保ちながら仕事を続け、社会に貢献するための提言」というテーマでのワークショップが開催されまし
た。かつては子育て中の女性医師は学会参加もままならなかったものですが、現在は保育施設が準備さ
れ、学会場でも子供をつれた女性医師をお見かけいたしました。こんな光景を見ると、少しずつではあ
りますが、進歩を感じます。社会全体でもそうですが、医学会でも労働力の不足が憂慮されています。
女性の社会進出はどの分野においても必要なこととなりつつあります。
私の所属する厚木医師会では10年ほど前に女性医師部会が起ち上がりました。女性外来窓口を交替で

担当し医療相談会を催したり、女性が抱える諸問題、疾病をテーマに講演会を主催したりといった活動
を行ってきました。ささいなことではありますが、子供同伴での小さな音楽会を開き、お話しをするだ
けでも、気持ちが軽くなったと喜んでいただけるのです。そして、我々自身も悩みやストレスが内側に
向いてしまわないよう、年に一度の総会後の懇親会では、仕事上の相談や悩み相談はもちろん、趣味や
お互いの状況確認、助言のやり取りなど交流機会を有効に活用するよう努めています。
今後星医会でも女性医師の交流の場を設け、学生会員の方々を巻き込んで、女性が医療の世界で不安

なく働いていけるような活動を行っていきたいと考えています。
まだ十分ではありませんが、改善された様々な施策を活用していけば、昔よりずっと環境は整えられ

ます。かつては私が開業している地域でも病院が近くにありながらも連携がうまく取れておらず、小さ
な診療所ながら救急車が頻繁に横付けされ、朝まで休みなく対応していました。現在は救急医療の整備
が進み、私も家族との時間を持つことができるようになっています。これもまた家庭を持った女性医師

巻頭言



の大切な仕事です。
これからの時代は否応なく女性医師だけでなく、医師全体の在り方に変化が生じていくと思います。
国際社会からの要求も出てくるでしょう。世界のルール、世界の医療と日本のそれに齟齬が生じるよう
なこともあるかもしれません。しかし、私たちは先人の努力や切り開いていただいたフィールドを大切
にしながらも前に進んでいかなくてはなりません。
小さなきらめきも、続けていけばいつしかみんなが見に来てくれるようになるかもしれません。先輩
諸氏、皆々様のお力も頂戴して頑張っていこうと思っています。
今後ともどうぞご指導、ご支援をお願い申し上げます。

2012年度事業報告
１．会員状況：正会員：3,096名、特別会員：145名、名誉会員：１名、賛助会員：４名
２．役員・評議員：役員改選：会長１名、副会長５名、理事13名、監事２名、評議員：66名
３．理事会開催：① 2012/５/16、② 2012/７/11、③ 2012/９/13、④ 2012/11/８、⑤2013/１/16
４．評議員会開催：① 2012/７/11、② 2012/１/16
５．支部長連絡協議会開催：2013/３/10
６．慶弔：
１）退職教授に記念品贈呈：2013/３/10
　　猪子英俊先生（基礎医学系・分子生命学教授）
　　加藤俊一先生（基盤診療学系・再生医療科学教授）
２）逝去された会員
　　特別会員：長田光博先生、玉地寛光先生
　　正 会 員：赤木家康先生（６期生）、後藤慶暁先生（28期生）、吉邨泰弘先生（４期生）

７．会報：
第47号　平成24年９月１日発行　4,200部　　第48号　平成25年３月１日発行　4,200部

８．第33回星医会総会：2013/３/10　京王プラザホテルにて開催。
９．支部総会：
2012/４/20 秋田支部会、2012/６/23 静岡支部会、2012/７/８ 四国支部会、2012/７/12 大阪支部
会、2012/７/28 湘南支部会、2012/９/８ しなのフォーラム（長野支部）、2012/９/８ 北東北支部
会、2012/10/７ 愛知三重滋賀合同支部会、2012/10/20 九州合同支部会、2012/10/27 千葉支部総会、
2012/11/17 県央支部会、2013/１/12 山口支部会、2013/２/２ 大分支部会、2013/２/23 北海道支部会

10．研究助成：
第19回星医会賞 伊藤聡先生（27期生）　　星医会賞奨励賞 鵜養拓先生（28期生）

11．学生への援助：
・星医会奨学金：今年度希望者無し
・課外活動奨励賞：総会にて２団体表彰、奨励金授与（柔道部、バスケット部）
・クラブ活動への資金援助
・医師国家試験対策支援（６年生 模擬試験）約100万円
・白衣授与（５年生クリニカルクラークシップ用）

12．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）： 2012/11/３ 学部デモとして参加　テーマ：「成人病・癌」
13．全国私立医科大学同窓会連絡会：



2012/６/30　第44回東部会 （当番校：東京医科大学）
2012/11/17　 第23回全国大会 （当番校：慶應義塾大学）

14．神奈川医意会：
2012/９/29　第20回神奈川医意会（当番校：東海大学）
講演「ドクターヘリの現状と今後」　猪口貞樹先生

15．年会費自動振替サービス：加入者数　約315名
16．その他：
・34期卒業生（114名）
・ 卒業生子弟の入学状況（2012年４月現在）：「卒業：８名、在校生：39名（６年５名、５年７名、
４年５名、３年６名、 ２年８名、１年８名）（一般入試27名、付属推薦12名）」
・学会主催助成金：
小川純一（特別会員）「第29回日本呼吸器外科学会」
坂本春生（特別会員）「第15回日本臨床腸内微生物学会」
河合憲司（２期生）　  「第52回白内障学会」

2013年度事業計画
１．会員状況：正会員：3,210名、特別会員：148名、名誉会員：１名、賛助会員：３名
２．役員・評議員：評議員：34期生参加 

３．理事会開催：５回／年
４．評議員会開催：３回／年
５．支部長連絡協議会開催：１回／年、総会日に開催
６．慶弔：退職教授に記念品贈呈
７．会報：
第49号　平成25年８月１日発行予定　4,200部　　第50号　平成26年３月１日発行予定　4,200部

８．支部総会
９．研究助成：
１） 第20回　①星医会賞　②星医会奨励賞　　２） 星医会学会助成金

10．学生への援助：
・星医会奨学金：前期２名、後期２名に貸与予定
・課外活動奨励賞：総会にて団体表彰、奨励金
・医師国家試験対策支援（６年生 模擬試験）約100万円
・白衣授与（５年生クリニカルクラークシップ用）
・伊勢原祭（建学祭）援助

11．建学祭（ホームカミングデー：湘南校舎）：2013/11/３　学部デモとして参加予定
12．全国私立医科大学同窓会連絡会：
2013/ ６/29  第45回東部会（当番校：日本大学医学部同窓会）
2013/11/30  第24回全国大会（当番校：近畿大学医学部同窓会）

13．神奈川医意会：2013/10/26 第21回神奈川医意会（聖マリアンナ医科大学同窓会）  
14．年会費自動振替サービス
15．その他



教授に就任して
消化器内科学教授　松嶋 成志

このたび、2013年４月１日付にて、東海大学医学部内科学系消化器内科
学教授を拝命いたしました。2001年10月に本学に赴任し伊勢原で10年半、
2012年４月に東京病院に異動し１年余になりますが、その間、ともに働き、
またご指導頂いた星医会の先生方には心より御礼申し上げます。本稿では、
私のこれまでの経歴に沿って東海大学医学部との関わりを述べたいと思い
ます。
卒後研修当時（1985年）、私の母校は臓器別ではなく旧ナンバー内科制
をとっていたため、私の医師としてのキャリアはいろいろな専門家の集団

で形成された内科でのスタートでした。このとき、多くの患者さんをお見送りし、自分たちの急変時対
応能力の低さを痛感しました。その結果、当時では異例でしたが、次の半年間は同期７人中、私を含め
２人が麻酔科に、１人が救急で内科外研修を選択しました。現在のスーパーローテート方式であれば、
このような不安を感じることもなかったのではないかと思いますが、今から思えば、この時に初めて自
分自身を評価して能動的に進路を選択するという、医師、研究者として当然の生き方を始めたように思
います。スーパーローテートや臓器別内科制は今でこそ当然のようになされていますが、これらを日本
で最も早い時期に導入していた東海大学にお世話になれたことは大変光栄と思っております。
その後、古くから消化管内視鏡の改良、普及を行っており、本学消化器内科（旧第６内科）の初代教
授、故三輪剛先生もかつて所属しておられた東京大学旧第一内科第八研究室（現消化器内科第108研究
室）に入局しました。当時は大腸内視鏡前処置も未完成の時代で、残便と格闘しながら四苦八苦してい
る先輩の先生の補助とスコープ洗いの日々でしたが、不思議と嫌とは思わず楽しく過ごしていました。
公立昭和病院消化器内科での消化器内科としての実践トレーニング期間を経て大学に戻り、今度は理学
部生物科学科で基礎研究を行うことになりました。研究は消化器の存在する蛋白分解酵素の精製、構造
決定を中心とするものでしたが、新しい世界で勉強し、手を動かし、discussionをし、論文を書くとい
う、研究すること自体を楽しむことが出来ました。ここでは大変尊敬できる恩師に出会うことができ、
その生き方、合理的な思考法から大きな影響を受けました。私の研究に関する能力や基本的な考え方は
ここで培われたものであり、このような合理的な考え方は日常の臨床にも影響してきたと思います。
医学部に戻り、病棟担当となって、臨床と教育中心の日々を経て、当時の上司であった黒川清教授

（のち、東海大学医学部長）の紹介で、1996年４月より米国ミシガン大学に留学しました。留学直前の
正月明け、外来ブースに行った際に菅野健太郎先生（現自治医科大学消化器内科教授、私の留学予定の
研究室に以前在籍されていた）に呼び止められ、留学予定の研究室のボスが突然、製薬会社の重役にな
ってやめることになったらしいと教えられました。慌てて黒川教授のところに行ったところ、「行って
も仕様がないが、もう仕方ないから行け！」と言われて、留学しました。米国では周囲から教わるとい
うより、施設、設備を利用して自力でがんばる日々でしたが、自由で楽しい思いを十分味わいました。
この留学先に半年遅れで10回生の鈴木孝良先生（現消化器内科准教授）が留学してきました。彼ととも
に過ごした研究室での日々はとても楽しく刺激的で、これが私の東海大学医学部のイメージの原点にな
っています。その後、帰国の際、受け入れてくれる大学を探していた際には、当時、助教授であった高

新任教授紹介



木敦司先生（現総合内科教授、内科学系長）にも米国でお会いしてご相談させていただきました。最終
的には、当時、本学医学部長となっていた黒川清先生にご推薦いただき、東海大学に就職することが出
来ました。
東海大学に赴任後、最初はかなり戸惑いました。何といっても、患者、とくに救急患者が多く臨床が

忙しい、さらに消化器内科は臨床をとても大切にする風土があり、研究も何らかの形で続けたいのにそ
れが難しい点はやや困りました。少々、悩みましたが、せっかくこれだけ臨床のできる病院にきたのだ
から、医者としての原点、研修の時の思いに立ち返って、まずは臨床ができるようになって周囲に認め
られるようになろう、その上で研究を何らかの形で行っていこうと決めました。その後、峯徹哉教授は
じめ多くの先生方にご指導とご支援を頂き、臨床を中心に教育、研究へと少しずつ仕事を積み重ねて参
りましたが、昨年４月に東京病院に異動、今度は管理分野の仕事が多くを占めるようになりました。そ
の仕事も刺激的で発見があり、楽しく充実した日々を過ごさせていただいています。東海大学の先生方
は個性的ですが基本的には真っ直ぐで、いっしょに楽しく仕事ができます。東京病院は赤字解消という
十字架を背負っておりますが、これからも新しい仕事を星医会の先生方と共に、合理的かつ楽しく進め
て行きたいと考えております。
現在、私に与えられた課題は上記のように経営改善ですが、単に収支をよくするという考え方ではな

く、いかに多くの職員が病院を良くする方向に力を合わせることができるかを大切にしたいと思ってお
ります。また、分院ではありますが、大学病院ですので教育は重要です。私自身も教わることは多いで
すが、学生、若手 Dr、コメディカルの教育に病院全体として力を注いでいきたいと考えています。臨
床レベルはより高く、研究には制限はあってもできる限り、障害もありますが一歩一歩進めて参ります。
皆様からのご指導、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【略歴】
1985年　東京大学医学部医学科卒業、内科系研修医
1987年　東京大学旧第一内科入局
1988年　公立昭和病院消化器内科シニアレジテント
1989年　帰局　理学部生物科学科にて研究
1995年　東京大学旧第一内科助手
1996年　博士（医学）、米国ミシガン大学研究員

2001年　東海大学消化器内科講師
2007年　同准教授
2012年　付属東京病院副院長
2013年　東海大学医学部内科学系消化器内科学教授
【専門分野】
消化器内科学　とくに消化管分野、内視鏡診断治療、
H.pylori感染症



教授に就任して
消化器外科学教授　野村 栄治

2013年４月１日付けをもちまして、東海大学医学部付属八王子病院消化
器外科教授を拝命いたしました。星医会会員の先生方に、一言ご挨拶を申
し上げます。
私は、1985年に鳥取大学医学部を卒業致しましたが、大学入学当初から
胃癌の診療を行いたいと考えていたため、卒業と同時に大阪医科大学一
般・消化器外科に入局し、27年間勤務しておりました。この間に、３人の
教授にご指導をいただき、そのうちのお二人が胃癌診療を専門とされる教
授（岡島邦雄名誉教授、谷川允彦名誉教授）であり、私もその下で主に胃

癌の診療を行って参りました。これまで、東海大学医学部の諸先生方のご活躍を外から見て参りました
が、東海大学では非常に高度で先進的な医療・研究が行われており、また、個々の先生方の能力の高さ
には目を見張るものがありました。この度は、そのような大学の一員に加えていただき、この上ない喜
びと考えております。
私が勤務しておりました大阪医科大学では、各臓器チームが積極的に、腹腔鏡を用いた治療を展開し
ておりました。私は胃グループの班長であったため、主に早期胃癌に対しては腹腔鏡下胃切除術、進行
胃癌に対しては化学療法を組み合わせた拡大根治手術を行って参りました。特に、この腹腔鏡下胃切除
術は、最近、低侵襲手術として急速に普及しています。また、胃外科医が得意とする神経温存、大網温
存、幽門輪温存などの機能温存手術と相まって、術後の生活の質（Quality of Life： QOL）を改善させ
る手術となっており、このような手術を積極的に行って行きたいと考えています。
私の所属する胃癌学会では、胃癌は日本人にとって最も多い癌であるため、全ての医師が治療に関わ
れるようにということで、専門医の制度はありません。しかし、その治療法も多様化し、細分化し、ま
た、高度化しており、この進歩について行くことは容易ではなくなっています。しかしながら、いまだ
罹患率トップのこの悪性疾患の診療に皆様が引き続き関与していただき、関心を持っていただくことは
必要と考えます。また、胃癌の手術はその他の臓器の手術を行う際にも基本となる手技であります。す
なわち、若い先生方にも本疾患に大いに興味を持って勉強していただけるように努力していきたいと考
えています。
ピロリ菌感染が減少することによって、胃癌の罹患率は減少傾向にあると言われています。しかしな
がら、高齢化社会の影響が強いため、胃癌罹患者数はまだまだ増加傾向にあります。このことは、すな
わち、糖尿病、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの術前合併症を有する胃癌患者が増加することを
意味しています。このようなリスクの高い胃癌患者に対して、いかに根治を目指すかという答えが、腹
腔鏡などを用いた低侵襲手術にあるのではないかと考えています。お困りの症例などございましたらお
気軽にお声かけ下さい。
今後とも、星医会会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

【略歴】
1985年　鳥取大学医学部医学科卒業
1985年　大阪医科大学附属病院にて研修開始
1988年　鳳胃腸病院　医員
1989年　大阪医科大学一般・消化器外科専攻医

1996年　大阪医科大学一般・消化器外科助手
2001年　大阪医科大学一般・消化器外科学内講師
2003年　大阪医科大学一般・消化器外科講師
2013年　�東海大学医学部付属八王子病院�

消化器外科教授



再生医療の実現に向けて
整形外科学教授　佐藤 正人

2013年４月１日付けで外科学系整形外科学教授を拝命いたしました。
1991年に防衛医科大学校を卒業し、12年余を防衛庁（省）海上自衛隊で奉
職しました。米軍との合同訓練では潜水艦に医官として乗艦し、阪神淡路
大震災時は神戸の小学校での２週間に及ぶ災害医療活動など得難い経験が
ありました。
その後、2003年10月から縁あって東海大学でお世話になっております。
現所属では、臨床では脊椎脊髄外科、研究では関節軟骨の再生医療に関す
るテーマで行っております。持田教授が全国で５番目に実施したヒト幹細

胞臨床研究による椎間板再生の臨床研究を手本として、組織工学的軟骨（培養軟骨）による関節軟骨再
生医療を目指して、基礎研究に取組み、トランスレーショナルリサーチ（橋渡し研究）を実施して参り
ました。一連の研究成果をまとめ、学内「医の倫理委員会」で承認後、ヒト幹細胞臨床研究として厚生
労働省に申請し、2011年10月に厚生労働大臣の承認を得て「細胞シートによる関節治療を目指した臨床
研究」を東海大学医学部付属病院で実施しております（http://cellsheet.med.u-tokai.ac.jp/）。現在まで
に７名の患者さんがエントリーされ、その内４名の方に軟骨細胞シートを移植いたしました。いずれも
術後経過は良好で重篤な有害事象は生じておりません。
一臨床医として、今後も臨床に還元できる研究を継続し、患者さんにとって低侵襲で効果のある軟骨

再生医療を普及させるために努力していく所存でおります。引き続き皆様方のご指導ご鞭撻を賜ります
よう何卒よろしくお願い申し上げます。

【略歴】
1991年３月　防衛医科大学校卒業
1991年４月　海上自衛隊幹部候補生学校
1991年６月　�防衛医科大学校病院及び自衛隊中央病院

初任実務研修
1994年８月　�米国トリプラー陸軍メディカルセンター

研修
1995年８月　防衛医科大学校　整形外科専門研修　
1997年10月　�防衛医科大学校　医学教育部医学研究科

（整形外科学専攻）
2001年10月　自衛隊横須賀病院　整形外科　科長
2002年４月　 防衛医科大学校　医用電子工学（現・医

用工学）兼務講師　
2003年10月　 東海大学医学部　外科学系整形外科学　

講師
2007年４月　 同　外科学系整形外科学　准教授
2013年４月　同　外科学系整形外科学　教授

【所属学会等】
日本整形外科学会�専門医、日本脊椎脊髄病学会�指導
医、日本リウマチ学会�指導医、日本再生医療学会�評
議員、日本生体医工学会�代議員、日本組織移植学会�
評議員、日本軟骨代謝学会�評議員、日本レーザー医
学会�理事、指導研究者など
研究者URL：
http://www.u-tokai.ac.jp/international/
twave/index.html#/masato_Sato/index
研究業績URL�（ReaD�&�Researchmap）：
http://researchmap.jp/read0165245/



昭和大学より御縁に導かれ - 人間（じんかん）至る所青山あり-

病理診断学教授　田尻 琢磨

私は、昭和大学藤が丘病院　病理診断科より2012年７月付けで基盤診療
学系病理診断学八王子病院教授を拝命し東海大学医学部付属八王子病院へ
赴任させていただきました田尻琢磨と申します。宜しくお願い申し上げま
す。
私の東海大学への御縁は今から約５年前に同じ膵臓病理の仲間である平
林健一先生（東海大学23期、星医会の評議員）から東海で“若手病理医の
会”という勉強会を立ち上げたいので参加してほしいと打診されたことが
きっかけでした。“言いたいことをいう会”として参加し、当時症例の病

理像に対して自分の思ったことを言いたい放題述べていました。終盤に病理の主任教授の中村直哉先生
が Internal observerとしてお見えになり、最後に一言述べられていました。まさかその時はリンパ腫
専門の中村教授からお誘いを受けるとは心にも思ってもいませんでした。
アットホームでフランクリーな会でよかったのですが、その後、母校の昭和大学での雑務が忙しくな

り参加するのがきつくなってきました。その理由を平林先生に「もう僕も40歳を過ぎ若くはないし、今
回は欠席するよ」と申したら「“若手”を“若目”にかえてやるので参加してほしい」と頼まれ、「面白
い頼み方をするな」と思い忙しいながら続いて参加させていただきました。 それから２年後の2011年
の冬に、留学先のイタリアより平林先生から東海八王子で病理医を急募しているという話を聞きしまし
たがまさか自分にその話がくるとは思っていませんでした。翌年（2012年）１月早々、昭和大学本院の
病理の主任教授より教授室に呼び出され、急に“お前業績はあるか”と唐突に聞かれました。何の事だ
かわからず思わず“そんなにありません”と返答しました。実は大磯病院の病理の佐藤慎吉先生のお兄
様が昭和大学藤が丘病院の副院長であったことの関係でその話を頂いたのです。最初は母校を出るなん
て考えてもおらず、またそんな勇気もなく、ましてそこに（八王子病理）に「医局員は誰もいない」と
話を聞かされ正直戸惑いました。当時昭和はある程度専門臓器で区切って診断業務をやっていたため、
昭和の主任教授に“私にはすべての臓器を診断できる能力はなく自信がありません”と一度お断りしま
した。その２、３日後東海の中村直哉教授より直接お電話をいただき“今先生と話すのは反則だけど”
と前置きをされた上で、八王子病院の現況から Support体制、将来の展望に関して心温まるお言葉を頂
きました。自分のかたくなな心が次第に開かれ、家内の両親そして昭和藤が丘の副院長までも自分の経
験も交えた励ましの言葉を下さり、たどり着いたのは“何事もご縁を大切にする”という一つの結論で
ありました。この話はなぜ私のところに来たのか ?どういう意味合いで来たのか ?それは理論では語れ
ない。もしかしたら何かの宿縁かもわからない。幸い本院の医局員の方は勉強会等で私のことを認識し
てくれている。 どうなるかわからないがとにかくがむしゃらにがんばってみよう。それまで私の保守
的な考えが次第に変化して柔軟になっていくのが自分でも認識できました。着任してようやく１年たっ
た今、膨大な標本数を潰れずにこなせたのは東海 familyの絆の深さの賜物です。最近、ある本で“人
間（じんかん）至る所青山あり”という心に残る言葉を目にしました。青山は墓場を意味するそうです。
“故郷を出て骨をうずめよ、墓場は至る所にある”という意味深い言葉です。 “母校を出て骨をうずめ
ても良いではないか　骨をうずめる場所は母校以外に至る所にある”「人間死ぬ気になって仕事をすれ
ば何か見えてきて他人も認めてくれるであろう。骨をうずめる場所はいっぱいある」と自己解釈してい
ます。今回の御縁により私は今までの人生観を東海大学に変えていただきました。また指導者、責任者



として教育というのがいかに大切かというのも再認識させられました。最後に今回入職の御縁を頂いた
東海大学の主たる機関である星医会の皆様方に東海生え抜きの病理学者を一人でも育成し、東海大学に
寄与すべく全力でまい進し貢献したいと考えています。宜しくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

教授就任に際して～馬齢を重ねて初診に還る～
総合内科教授　檜垣 恵

この度、東海大学八王子病院総合内科に赴任いたしました檜垣と申しま
す。異邦人なので簡単に自己紹介させて頂きます。生まれは山口県防府市
で、菅原道真の化身と豈図らんや悪筆です。神戸で育ち、灘中高出身です
が、理 IIIにふられ、聖橋を南（駿台予備校）か北（東京医歯大）か迷っ
たあげく北に渡りました。大学時代はスキー部に所属し、中学時代から研
鑽していた麻雀のおかげで飲み代には不自由しませんでした。卒業後は殊
勝に医学を学び直すべく大阪桃山病院の伝染病棟で臨床研修をしながら、
細胞融合の発見者として高名な大阪大学細胞工学センター岡田善雄先生の

下で単クローン抗体作製と体力作りのテニスに励んで大学院を過ごしました。幸いに C.dif�cileの下痢
毒素を本邦で初めて単離して抗体を作製、CDトキシン診断キット開発に寄与しました。その後、ハー
バード大学で分子生物学を学びましたが、片手でハリソン・セシルを持ち歩く海兵隊のような米人医師
には敵わないので、文化の香りを求めてヨーロッパへ転戦して、スイス・ジュネーブで３年余りゴルフ
とワインに浸りながら自己免疫疾患モデル動物の研究を行いました。帰国後はマウスドクターを卒業し、
東京女子医大リウマチ痛風センター内科に入局しました。恩師は日本人で初めて米国リウマチ専門医
を取得され ‘リウマチ病診療ビジュアルテキスト’という名著を書かれた上野征夫先生（本学非常勤講
師）で、膠原病は全身を診れる疾患だから面白いよと身体所見の取り方を手ほどきして頂き、私も一端
のリウマチ指導医になることができました。その後、東京医歯大難研講師を経て、‘今日の治療薬’で
有名な故水島裕先生が創設された聖マリアンナ医大難治研センターの助教授としてリウマチ膠原病の研
究・診療に携わりました。全国から変人奇人のドクターが集まった梁山泊のような処でしたが、私はも
っぱらグルメ・ゴルフ担当で、親友から日経新聞交遊抄欄に日本のミシェラン三ツ星店を全て探訪した

【略歴】
兵庫県出身
平成８年３月　 昭和大学医学部卒業
平成８年４月　�昭和大学大学院医学研究科病理系第一

病理学入学
平成12年３月　 昭和大学大学院医学研究科病理系第一

病理学終了
平成12月４月　 昭和大学藤が丘病院病院病理科助手
平成16年４月　 横浜旭中央病院内科
平成17年２月　 昭和大学第一病理学教室助手
平成17年５月　 昭和大学病院病院病理科助手
平成18年４月　 昭和大学藤が丘病院病院病理科助手

平成20年３月　 昭和大学第一病理学教室講師
平成20年４月　 米国エモリ－大学病院病理留学�

（H21年３月迄）
平成21年４月　 昭和大学藤ヶ丘病院病理診断科講師
平成24年６月　 昭和大学藤ヶ丘病院病理診断科講師�

退職
平成24年７月　 東海大学医学部基盤診療学系病理診断

学八王子病院教授
現在に至る

【専門分野】
膵臓腫瘍病理、劇症感染症の病理



名医？ として紹介されました。その後、慈恵医大総合医科学研究センター教授としてドラッグデリバ
リー（医薬品の物流ではありません）研究に携わりステロイドのナノ粒子製剤の開発を行いました。慈
恵医大で総合診療部を兼務していた縁で、クリエイティブな若者の街中目黒の東京共済病院でも至高の
医療といわれる総合診療部を担当させて頂きました。
富士山を望む山並みの美しい八王子へは東海大学の若い先生方と仕事ができるという期待感と持前の
好奇心で赴任してまいりました。伊勢原本院の高木教授のご配慮で、秀逸な若手ドクター（峠田（岡）、
石原、蘇原各先生）を派遣して頂き、仁科講師に統括して頂いています。卓越した本院での研修制度に
よる彼らの的確な急性期対応には感服しており、私が卒業した頃とは隔世の感があります。一方、小回
りが利いて風通しの良い八王子病院の特性のおかげで、外来ではフットワークを生かして各専門科ドク
ターのご協力を仰いでいます。また、当科では迅速で的確な臨床検査および画像診断が生命線ですが、
検査部の方々からは暖かいご協力を承り、放射線科の長谷部教授とは飲み会で親交を深めています。一
方、個人的にはアマレフティゴルフ世界大会入賞を目標に東京アメリカンクラブでのワークアウトに精
をだしています。今後も本学の発展に寄与できるよう努力する所存ですので星医会の先生方の暖かいご
指導・ご鞭撻宜しくお願いします。

【略歴】
1978年　東京医科歯科大学卒業
1982年　大阪大学大学院修了
1983年　スイス・ジュネーブ大学免疫病理　助手
1988年　東京女子医大リウマチ痛風センター　助手
1990年　東京医科歯科大学難研　講師
1993年　聖マリアンナ医科大学難治研　助教授
2006年　東京慈恵医大総合医学研究センター　教授
2011年　東京共済病院総合診療科　部長

【学会・資格】
日本リウマチ学会専門医・指導医、医師会認定産業医
内科認定医、東京女子医大非常勤講師。日本女子大非
常勤講師、日本リウマチ学会評議員、日本臨床免疫学
会評議員、日本炎症再生学会評議員、日本DDS学会
評議員、日本抗加齢学会評議員。米国リウマチ学会会
員



卒業生の学内教授誕生

教授に昇格して
健康管理学教授　西崎 泰弘�（７期生）

このたび、2013年４月１日付けで医学部基盤診療学系健康管理学教授を
拝命致しました。責任の重さに改めて気を引き締めますとともに、星医会
の皆様方には心からの感謝を述べさせて頂きます。事務局から頂いた情報
では、本学出身17人目の学内教授とのこと。これからまだ続々と昇進され
ることと思いますが、今回ご推挙、ご支援、ご助言を下さいました全ての
先生方に心から御礼を申し上げます。卒業生が母校を愛し、自己犠牲を惜
しまず働かずして本学の発展はないと信じますので、残りの13年間肩書き
に恥じない仕事を修めるよう精進致したいと思います。

私は付属高輪台高等学校から医学部へ進み、卒業後は、研修医から助手までの８年間を慶應義塾大学
で学びました。慶應は海外留学先が多く、また大学時代に多くの慶應出身の先生に教わったことから、
研究や教育に携わる人材を育てる素地がきっとあると考え進んだことを思い出します。その当時、学外
に出た卒業生に対し、伊勢原学務課から毎年アンケートが送られていました。私はその中で「慶應義塾
の良い面を学び、最終的には東海大学に戻って母校の発展に尽くしたい」と述べて居り、その思いは今
も変わりません。私は「大学の評価」とは、卒業生が母校を愛し、尽くさなければ絶対に上がるもので
はないと確信しています。子供達も東海大学と付属高校で学ばせて居り、自分の頑張りが母校の評判を
高めることにつなげられればと非力ながら常々思って居ます。
医師となった後は消化器内科の研鑽を重ね、消化器病、消化器内視鏡、肝臓の各専門医・指導医とな

り学位も頂きましたが、内科医である以上やはり広く全身を診ることができなければと考え総合内科専
門医になり、さらに病気に苦しむヒトを根本的に救うためには予防医学であろうと考え、消化器と平行
して独自に研鑽を重ね、総合健診、人間ドック、抗加齢医学の専門医と指導医になりました。多くの医
師が、年月とともに専門性を深め、教授や責任ある立場に就くのに対し、私は年月とともに守備範囲を
より広い方向へと展開して現在に至ります。しかしこれは、「人間を部品の寄せ集めと考えない」「診療
を縦割りにして敷居を高くしない」という、私の柔軟かつ前向きなモットーからであり、このたび予防
医学部門で「教授」へ昇進させて頂けたことは望外の幸せです。
振り返れば、医師の世界は30年前と大きく変わりました。学位より専門医、大学より市中病院、治療

中心から予防へ、女医さん３割超、医師に労基法が適応され、価値観の多様化から QOL重視が当たり
前となりました。疾病構造も変わりました。私自身はピロリ菌の発見によって胃の病因論が大転換する
のを経験し、さらにウイルス性肝炎治療の進歩により、慢性肝炎、肝硬変の患者数が明らかに減少して
いることをいま肌身に感じています。私の医師人生には、これまでに研究中心、臨床（治療）中心、予
防医学中心の３つのステージがありました。研究と臨床が中心の時代は「天動説」でした。しかし、10
年目ころより除々に、「医師の世界も社会情勢や疾病構造の変化によっては安定的で無い」という「地
動説」に変わってゆきました。もちろん医療は、軍備などと並ぶ国の安全保障の根幹ですから、私たち
が他職種に比べて喰いはぐれることはありません。しかしながら、少し先を読みながら診療、研究の力
点を変えて行くことはある程度必要ではないかと思っています。
研究面では、予防医学ならびに抗加齢医学は、いまだ完全に学問体系化されては居ません。未知・未



解決な部分が多く無限の研究テーマが眠っていると云っても過言では無いと考えています。とくに、老
化や健康保持に関わる新しいバイオマーカーや遺伝子の探索は大変意義深く、取り組んでみたい分野で
す。また、これまで積み重ねてきた抗加齢ドックデーターを用いた「加齢性変化」「隠れ肥満」「指導
介入後の変化」「脂肪肝と老化」の４研究は今後も継続して行ってゆきたいと思います。それは同時に、
自分たちの行っていることの妥当性を科学的かつ客観的に検証することにもつながり、今後の方向性を
示すものになります。
昨今、医療の国際化が叫ばれています。Medical tourismや TPPにより世界的に垣根は低くなると考

えられます。治療医学は、訴訟対策を含めた医療安全の面から整備すべき課題が多く、また言語の壁も
高く立ちはだかると思います。しかしながら健診は、治療に比べればはるかにその壁は低く、すでに世
界一の長寿国であることから信頼も得られやすいと思います。私は健診の国際化についても在任期間中
に何らか進展させられればと思っています。
以上、このたびは教授というアカデミックランクの最高位を頂きました。准教授昇進時の拙稿に記さ
せて頂きましたが「肩書き」とは単に functionを表す言葉であり、一定の役目が背負えると判断され
て組織から与えられるものだと思います。その普遍的使命である「組織をまとめ、成長させる」これを
第一目標に励んで参りたいと思います。今後も皆様のお力添え、ご指導ご鞭撻を賜りながら頑張って参
りたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

【現職】
東海大学医学部基盤診療学系健康管理学�教授
東海大学医学部付属東京病院�副院長、健診センター
長、健康推進室長
東海大学健康推進センター代々木健康推進室長
東海大学大学院医学研究科ライフケアセンター副セン
ター長
東海大学付属望星高校学校医・産業医
慶応義塾大学医学部内科学非常勤講師
【学歴】
1986（昭和61）年３月� �東海大学医学部医学科卒業

（七期生）
1986（昭和61）年５月� 　 慶応義塾大学医学部内科系

研修医
1987（昭和62）年４月�  慶応義塾大学医学部大学院

（内科学専攻）
1991（平成３）年３月�  米国カリフォルニア大学ロサ

ンゼルス校（UCLA）�内科リ
サーチフェロー

【職歴】
1991（平成３）年４月�  慶応義塾大学医学部消化器内

科学助手
1994（平成６）年４月�  東海大学医学部内科学ⅠⅠⅠ助手
1997（平成９）年４月�  東海大学医学部消化器内科１

講師
1998（平成10）年４月�  東海大学東京病院消化器肝臓

センター講師
2004（平成16）年４月�  東海大学東京病院副院長�

同　 消 化 器 肝 臓 セ ン
タ ー 長 / 教 育 研 修 部 長�
東海大学代々木校舎保健管理
室長（兼務）

2007（平成19）年４月�  東 海 大 学 医 学 部 内 科 学
系 消 化 器 内 科 准 教 授�
東海大学東京病院健診科長
（現健診センター）

2012（平成24）年４月�  東海大学医学部基盤診療学系
健康管理学准教授

2013（平成25）年４月�  同　　　　　　　教授
【専門医・指導医等（登録番号）】
日本内科学会認定総合内科専門医（7151）・指導
医、日本総合健診医学会 /人間ドック学会認定�人間
ドック健診専門医、日本総合健診医学会認定健診指
導医（82）、日本人間ドック学会認定医（2445）、日
本抗加齢医学会専門医（1665）、日本人間ドック学会
認定人間ドック健診情報管理指導師（E070887）、日
本臨床栄養学会サプリメントアドバイザー（06-403）、
日本医師会認定産業医（9803930）、日本医師会認定
健康スポーツ医（0800055）、労働衛生コンサルタン
ト（保健衛生）（050143）、日本消化器内視鏡学会専
門医（970334）・指導医、日本消化器病学会専門医
（22819）・指導医、日本肝臓学会専門医（3299）・指
導医、身体障害者福祉法指定医師（肝機能障害）、医
学博士（慶応義塾大学甲種1255号）
【学会役員（委員会等）】
日本総合健診医学会�理事、編集委員長・学術倫理委
員・優良施設認定委員・専門医制度委員、日本抗加
齢医学会評議員、日本人間ドック学会社員（評議員）、
日本消化器病学会関東地方会評議員、日本消化器内視
鏡学会関東支部評議員、日本臨床栄養協会評議員、日
本健康指導協会評議員、日本微小循環学会評議員、日
本門脈圧亢進症学会評議員、東海医学会代議員



教授に就任して
産婦人科学教授　村松 俊成（10期生）

2013年４月１日付けで東海大学医学部専門診療学系産婦人科教授を拝命
いたしました。現在は東海大学医学部付属八王子病院で日々の臨床を行っ
ています。わたしは10期生として東海大学医学部を平成元年（1989年）３
月に卒業し、同年６月より前期研修医として、東海大学付属病院で医者人
生がスタートしました。
当初は、産婦人科の不妊治療に興味を覚え、多くの関連学会に参加させ

ていただきました。「試験管ベビー」ということばを覚えていますか。体外
受精で生まれた児のことです。1980年代半ば、東海大学病院は国内でも屈

指の不妊治療施設として存在し、「国内第１号の体外受精児の誕生」を東北大学と競っていました。結局、
東北大学が第１号となりましたが、当時は「不妊治療の東海」として全国から患者さんが集まって来ま
した。そんな折、ローテーションした婦人科腫瘍チームでは、「卵巣癌患者の自家骨髄移植を併用した抗
癌剤の大量療法」を行っていました。難治性の卵巣癌患者さんがこの治療で長期生存を得られる可能性や、
治療の根本が手術で、腹腔内に播種した癌腫をとことん取り除ければ予後につながることなど、婦人科
手術に興味があったわたしには、打って付けの分野だと感じました。毎日、楽しそうに若手に手術を教
えている篠先生（篠塚孝男教授）や、辛そうにそして楽しそうに臨床をしている村上先生、宮本先生らと、
夜遅くまで患者治療の検討を行ったことは、わたしの婦人科腫瘍医の基礎となりました。学位論文につ
いては「子宮内膜癌（体癌）の糖鎖性変化の研究」で、病理学の安田政実先生（現：埼玉医科大学国際
医療センター教授）にご指導を賜りました。米国 Yale大学医学部薬理学教室への留学に際しては、当時
の牧野恒久教授からご推薦をいただきました。振り返りますと、その時々にすばらしい指導教員と巡り
合い、良い方向に導いていただいたと思います。現在は、三上幹男教授のもと日本婦人科腫瘍学会「婦
人科癌治療のガイドライン作成委員会」幹事として、日々勉強をさせていただいております。
女性の一生に携われる産婦人科医になれたことに、今改めて誇りを感じています。多くの若手の先生

方にも、産婦人科の魅力をもっと知ってもらえるように、努力を重ねていく所存です。微力ではありま
すがなお一層、質の高い教育、研究そして診療体制を構築していきたいと考えています。皆様のご指導
ご鞭撻を賜りますよう、今後ともよろしくお願いいたします。

【略歴】
山梨県出身
1989年３月　東海大学医学部医学科卒業（10期生）
1994年４月　東海大学医学部�産婦人科�助手
2000年３月　医学博士号�取得
2000年12月 -2003年４月　�米国 Yale 大学医学部薬理

学教室�ポスドクフェロー
2005年４月　�東海大学医学部　専門診療学系�

産婦人科　講師
2008年４月　�東海大学医学部　専門診療学系�

産婦人科　准教授
2012年10月　�東海大学医学部付属八王子病院産婦人科に勤務

2013年４月　�東海大学医学部　専門診療学系�
産婦人科　教授�就任

現在に至る
【所属学会（評議員・専門医・認定医など）】
日本産科婦人科学会　（専門医）
日本婦人科腫瘍学会　（評議員、専門医）
日本臨床細胞診学会　（細胞診専門医）
日本がん治療認定医機構　（がん治療認定医）
日本産婦人科乳癌学会　（評議員）
日本産婦人科手術学会
日本癌治療学会



北の大地から
北海道大学病院呼吸器外科診療教授　加賀 基知三�（６期生）

2013年４月に北海道大学病院呼吸器外科診療教授の称号をいただきまし
た。講座を持たない教授ではありますが、北海道大学に初めて「呼吸器外
科」の診療科名を掲げることができました。
私は東海大学医学部６期生で、1985年卒業後、外科学Ⅰ、後に呼吸器外
科学教室におきまして心臓血管外科学、呼吸器外科学を学びました。2005
年７月に北海道大学腫瘍外科学（当時）の故近藤哲教授より「北海道で呼
吸器外科医が育つ環境を構築して欲しい」との突然のご依頼がありまし
た。「なぜ、自分に？」という疑問はその時不思議と浮かびませんでした

が、後に「まともなポジションを準備できなかったから」ではないかと気づくのにそれほど時間は要し
ませんでした。私はもともと北海道生まれですし、父も北海道大学卒業でしたので、故郷のために働く
ことはなによりも喜びでした。当初、手術件数も少なくビールばかり飲んでいたら「るんるんルンゲ
チーム」と呼ばれていました。東海大学で学んだ胸腔鏡手術は、幸いにもとても興味をもっていただき、
徐々にあちらこちらから手術の依頼が舞い込んできました。当初同門の先生方と始めたカンファレンス
（飲み会）の『肺を想う会』は後に全道に広がり、大学・施設の垣根を外した『札幌呼吸器外科研究会
SATS』に成長しました。私は北大の出身ではありませんので他の施設からの受け入れを許容しました
し、かえって皆さんも歓迎して下さいました。学内でも徐々に呼吸器外科を志望する者も増え、「北海
道の呼吸器外科診療を担う新しい人材確保のために，呼吸器外科グループとしての連携を構築する（団
結する）」目的で『北海道大学呼吸器外科懇話会』を作りました。学生時代は軽音楽部（ギター、ドラ
ム）、演劇部（照明）でしたので、企画や創作は好きでしたし、いろいろなノウハウはその時身に付い
たのだと思います。診療科の方針としては、「早い時期の肺癌には呼吸機能を温存した区域切除などの
縮小手術および胸腔鏡を用いたより低侵襲な手術の追及」と「進行した肺癌には化学療法、放射線療法
と組み合わせた外科切除の安全性の確保と治療成績の向上」を診療，研究の２本柱として現在にいたっ
ております。また今後は、北海道で肺移植を実現しすべての臓器移植が道内で完結することが次のわれ
われの責務と考え，次の世代に向けてすでに動き出しています。今でもほぼ毎日のように、東海大学医
学部の同窓生の皆さまのことが頭に浮かびます。辛いときには楽しかった思い出を、うれしいときには
皆さまにそれを報告する自分の姿を妄想しています。まちがいなくそれが私の支えや活力となっていま
す。学生時代の私の学業成績が大変不良であったことは皆さまよくご存じだと思いますが、今でも出来
が悪いのは同じです。たぶん「いい人だから」ということで称号をいただいたのだと思います。
北海道内の呼吸器外科専門医修練認定施設の内、15施設の修練責任者をしておりますので、ほぼ毎週、

北海道内のどこかの病院で手術をしています。函館や北見などは飛行機で参ります。当地のおいしいも
のをいただくのも楽しみの一つですし、これもまた活力になります。また、いつかどこかでお会いしま
しょう。

卒業生の学外教授誕生



愛知医科大学教授就任に際して
愛知医科大学輸血部・細胞治療センター教授　加藤 栄史 （５期生）

ご無沙汰申し上げます。
昨年４月から、愛知医科大学教授として輸血医学、細胞治療などの領域
を中心に診療、研究、教育に励んでおります。
私は東海大学医学部を卒業後、地元の名古屋に帰り、名古屋大学第一内
科（齋藤英彦教授）血液学研究室に入局し、血液内科医として診療・研究
に従事して来ました。当然、輸血は日常的に実施していましたが、解決す
べき多くの課題がある事に気付き、輸血医学を専門とする事に致しました。
同時に、造血幹細胞移植の経験から、樹状細胞やリンパ球を用いた悪性腫

瘍に対する免疫細胞療法や再生医療など、細胞を用いた治療、即ち、細胞療法に興味を持ち、細胞治療
に関する診療・研究を実施しています。今後、iPS細胞などを用いた再生医療が実用化された時、長年、
血液細胞（血液製剤）を扱っている輸血部門がその経験から中心的な役割を担うと考え、愛知医科大学
では準備を進めている所です。
名古屋の地で、医学・医療の発展に少しでも貢献出来ればと考えております。
引き続きご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

【略歴】
北海道帯広市出身
1985年　�東海大学医学部卒業
1985年　 東海大学医学部付属病院前期研修医
1987年　 東海大学医学部外科学１教室（胸部外科）、

国立埼玉病院外科出向
1988年　 済生会宇都宮病院心臓血管外科出向
1989年　 国立療養所晴嵐荘病院出向
1990年　 東海大学医学部外科学１教室助手
1991年　 東海大学外科学１教室（心臓血管外科）
1993年　 国立療養所晴嵐荘病院出向
1994年　 国立療養所晴嵐荘病院呼吸器外科医長
1996年　 東海大学医学部外科学教室呼吸器外科学

1999年　 東海大学医学部外科学教室呼吸器外科学�
講師

2002年　 国立療養所富士病院外科出向、外科医長
2003年　 松和会池上総合病院出向、呼吸器外科医長
2005年　 北海道大学大学院医学研究科腫瘍外科学分野�

助手
2006年　 北海道大学大学院医学研究科腫瘍外科学分野�

講師
2007年　 北海道大学病院第二外科診療准教授
2011年　 北海道大学大学院外科学講座循環器・呼吸器

外科学分野に再編
2013年　 北海道大学病院呼吸器外科診療教授

【略歴】
昭和59年　�東海大学医学部卒業
昭和59年　 春日井市民病院臨床研修医
昭和61年　 常滑市民病院内科医員
昭和62年　 東京都立駒込病院輸血科医員
平成２年　 名古屋大学医学部第一内科研究生
平成３年　 名古屋大学医学部付属病院輸血部医員
平成６年　 愛知県済生会病院内科副部長
平成７年　 オーストラリア　シドニー大学ウエスト

ミード病院研究所�
血液学留学（Bladstock 教授）

平成９年　 愛知医科大学輸血部助手
平成10年　 愛知医科大学輸血部講師
平成14年　 愛知医科大学輸血部准教授、のち細胞治療

センター副部長兼務
平成24年　 愛知医科大学輸血部・細胞治療センター�

教授



「暖簾（のれん）は古きが故に貴からず」
帝京大学ちば総合医療センター 腎臓内科教授　北村　真�（４期生）

1983年卒業の４期生です。卒業後は旧「移植学教室」に入局し、旧「東
ドイツ」に留学しました。今はどちらも20世紀の文献でしか見る事はでき
なくなりましたが、自分の土台を作ってくれたところです。その後、社会
保険三島病院で初めて腎移植をやったり、秦野赤十字病院で透析室の立ち
上げをやったりと数年の出向をはさんで足掛け30年、東海大付属病院群に
お世話になりました。2005年からは東海大大磯病院に着任し、地域の諸先
生方と腎臓病や透析の勉強会やゴルフなどを楽しくやってきました。
この度東海大学を辞し、帝京大学市原病院（帝京大学ちば総合医療セン

ター）の腎臓内科に転任する事になりました。教授とは言ってもプレイングマネージャーで、透析患者
の穿刺をしたり、老眼鏡をかけて毎週のようにシャントオペをやったりしています。東海大の腎セン
ターの伝統として、腎不全に関する知識と技術は外科も内科も身に付けろという教育をしてきています
ので、どこへいっても糊口をしのぐ事ができてありがたいです。
東海大の臨床系では他の大学へ行った卒業生が少ないのであまり相談もできなかったのですが、外
へ出てみると東海大の良いところがよくわかります。少なくとも給料は悪い方ではなかったと思いま
す。暖簾（のれん）は古きが故に貴からずと言いますが、いわゆる伝統校ほどの人脈はなくとも、東海
大は新設校ながら卒業生はそれぞれの地域に十分に根をおろし、信用を得ているという話はよく聞きま
す。少なくとも東海大では卒業生同士が悪口を言い合ったり、患者の紹介を断るような話は聞いたこと
がありません。世界のトップをねらうほどの厳しさはないのかも知れませんが、自己のベストを尽くす
ことは知っていると思います。卒業生の諸君は、東海大の出身である事を誇っていただきたいと思いま
す。最近の若い先生方は博士号を取る事にはあまり関心がなく、専門医を取得すると大学を離れていく

【専門領域】
輸血学：�輸血副作用の臨床研究�

洗浄血小板製剤の臨床研究
血液内科学：�造血幹細胞移植の臨床、骨髄微小環境・

造血幹細胞の研究�
造血の再生医療に関する研究�
間葉系幹細胞の基礎的研究・臨床応用

【主な資格・学位】
日本輸血・細胞治療学会認定医、日本サイトメトリー
学会認定技術者、医学博士
【主な学会活動】
理　事　�日本輸血・細胞治療学会理事
評議員　 日本サイトメトリー学会
会　員　 International�Society�of�Blood�

Transfusion、日本内科学会、日本血液学会、
日本造血細胞移植学会、日本がん学会、�
日本再生医療学会

【主な著書】
編　　著　�日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定カ

リキュラム、杏林舎、2012
分担執筆　�応用サイトメトリー、医学書院、2000�

造血細胞移植マニュアル第三版、日本医学
館、2004�
造血器腫瘍治療第２版、中外医学社、2010�
臨床輸血ガイド、文光堂、2011

論　　文　�Iden t i f i c a t i on � o f � two � d i s t i n c t�
populations�of�endothelial�progenitor��
cells� differing� in� size� and� antigen�
expression� from� human� umbilical�
cord�blood.�Ann�Hematol,�2008

　　　　　��The� incidence�of� transfusion-related�
adverse�reactions�per�patient�reflects�
the� potential� risk� of� transfusion�
therapy� in�Japn.�Am�J�Clin�Pathol,� in�
press



傾向がありますが、資格の事はともかく、後輩を育てて知識と技術を伝えていく人材がもっと大学に残
らなければいけないと思います。また、大学もそういう人材が残りやすい環境を提供するべきであろう
と思います。
東海大学にはお世話になりっぱなしで、何の恩返しもできていないのが心残りでありますが、東海大

で培ってきた知識と経験が全国どこでも通用する事を示すために今後も頑張っていきたいと思います。

東海大学を築いて来た先進的医学教育を活かして
ネバダ大学医学部呼吸器内科学・集中治療医学科教授　重光 秀信�（14期生）

星医会にて教授就任のご報告のお招きをいただきありがとうございます。
2013年５月１日付けで米国ネバダ大学医学部の呼吸器内科学／集中治療医
学科（Pulmonary Medicine and Critical Care Medicine）の主任教授に就任
いたしました。私は高校まで米国のニューヨークに在住しており、1986年
に高校を卒業。その後米国の大学への進学が決まっておりましたが、様々
な偶然が重なった結果日本の大学受験を目指すことになりました。今では
帰国子女を受け入れる医科大学は十分にありますが、当時は私が受験資格
を得られる大学は２校しかなく、受験後当時の東海大学医学部の佐々木正

五医学部長から直接ご連絡をいただき、米国には戻らず東海大学で医学の勉学を進む事にいたしました。
日本の教育を大学入学後に初めて受ける事で、漢字と日本語を勉強する傍ら医学の勉強を進めて行く

事で大変ではありましたが、東海大学在学中に多くの先生方や友人にご指導をいただきました 。在学
中はWake Forest Universityに留学し、米国での医学教育に直接関わる事ができた事が米国での研修を
目指す切っ掛けともなりました。在学中は１年から５年時までは野球部、そして６年時はアメリカンフ
ットボール部で部活活動をさせていただく事で多くの友達と学生生活を楽しく過ごさせていただきまし
た。大学卒業後は沖縄のアメリカ海軍病院にてインターンとして研修を終え、その後は慶應義塾大学医
学部の病理学教室で病態の基本を学びました。
アメリカでの臨床研修は東京海上日動火災会社のアメリカ臨床研修プログラムにて、ニューヨークの

ベスイスラエルメディカルセンター（Beth Israel Medical Center）で内科レジデント研修プログラムへ
進学いたしました。その後はスタンフォード大学医学部（Stanford University School of Medicine）で呼
吸器内科学／集中治療医学の専門医となるための研修プログラムへ進学し、2001年に同プログラムを卒
業いたしました。
臨床研修プログラム卒業後はテネシー大学医学部そしてロサンジェルスの南カルフォルニア大学医学

部で臨床、研究、医学教育を両立しながら、現在の職に就任いたしました。ネバダ大学医学部でもこれ

【略歴】
1958年　�福岡県生まれ
1983年　 東海大学医学部卒
1986年　 ドイツ・フンボルト大学留学
1988年　 東海大学大学院修了
1989年　 東海大学医学部助手（移植学教室Ⅰ）
1991年　 社会保険三島病院
1994年　 東海大学医学部講師

1997年　 移植学教室から腎代謝内科へ改編
2002年　 秦野赤十字病院第３内科部長
2005年　 東海大学大磯病院腎センター長
2006年　 東海大学医学部准教授
2013年　 帝京大学ちば総合医療センター教授
【専門医等】
日本泌尿器科学会指導医、日本腎臓学会指導医、日本
透析医学会指導医、日本移植学会認定医　など



までの研究と臨床活動を医局員と続けていくと共に、将来の医学を背負って行く学生及び医師の育成に
更に専念したいと思っております。
最後にアメリカの呼吸器内科医／集中治療医の現状について簡単に説明させていただきます。最近日
本でも集中治療医学が独立した医学分野であると認識されはじめておりますが、何故アメリカでは呼吸
器内科専門医が集中治療医学の専門医の資格があるかというお話です。これは1950年頃に起きたポリオ
の流行により人工呼吸機が導入されたのを切っ掛けに、同じような危篤患者を一カ所に集める事により
予後が格段と改善された事がアメリカの集中治療医療の始まりと理解されています。それに伴い呼吸器
内科医が人工呼吸管理を進めていくことで、呼吸器内科医が必然的に集中治療医療学に携わる事がアメ
リカでの呼吸器内科学と集中治療医学の一つの由来とされております。
私がこのように自分のキャリアーの目標を現実に達成できた背景には東海大学の先進的な医学教育環

境を作って来た多くの先生方の積み重ねと苦労の結果であると思っております。これからも多くの東海
大学の先生方や卒業生のご指導を末長くいただきたいと存じます。

【略歴】
1986年　�ストーニー　ブルック高校、ニューヨーク州、

アメリカ合衆国�卒業
　　　　Stony�Brook�High�School、New�York、USA�
1993年　�東海大学医学部�卒業
1993年 -1994年　�沖縄アメリカ海軍病院インターン
1994年 -1995年　�慶應義塾大学医学部病理教室助手
1995年 -1998年　�内科研修医、ベスイスラエル�メデ

ィカルセンター / アルバート�アイ
ンシュタイン大学医学部、内科学教
室、ニューヨーク、ニューヨーク州、
アメリカ合衆国

   　　　　　　　 Resident , � Beth� Israel � Medical�
Center/Albert� Einstein�College�of�
Medicine,�Department�of�Medicine,�
New�York,�New�York,�USA

1998年 -2001年　�臨床フェロー、�スタンフォード大学
医学部、呼吸器内科 /集中治療医学
教室、スタンフォード、カルフォル
ニア州、アメリカ合衆国

   　　　　　　　 Clinical�Fellow,�Stanford�University�
School� of�Medicine,� Division� of�
Pulmonary�&�Critical�Care�Medicine,�
Stanford,�California,�USA

2002年　�東海大学医学部呼吸器内科教室講師
2002年 -2005年　�講師、テネシー大学医学部呼吸器内

科 /集中治療医学教室、メンフィス、
テネシー州、アメリカ合衆国

   　　　　　　　 Assistant� Professor,�University� of�
Tennessee� College� of�Medicine,�
Division�of�Pulmonary�&�Critical�Care�
Medicine,�Memphis,�Tennessee,�USA

2005年　�講師、南カルフォルニア大学医学部呼吸器内
科 /集中治療医学教室、ロサンジェルス、カ
ルフォルニア州、アメリカ合衆国

　　　　�Assistant�Professor,�University�of�Southern�
California�School�of�Medicine,�Division�of�
Pulmonary�&�Critical�Care�Medicine,� Los�
Angeles,�California,�USA

2006年　�集中治療部主任、南カルフォルニア大学医学
部呼吸器内科 /集中治療医学教室講師、ロサ
ンジェルス、カルフォルニア州、アメリカ合
衆国

���　　　�Director,�Medical� Intensive� Care� Unit,�
University�of�Southern�California�School�of�
Medicine,�Division�of�Pulmonary�&�Critical�
Care�Medicine,�Los�Angeles,�California,�USA

2009年 -2013年　�准教授、南カルフォルニア大学医学
部呼吸器内科 /集中治療医学教室、
ロサンジェルス、カルフォルニア州、
アメリカ合衆国

   　　　　　　　 Associate� Professor,� University�
of� Southern�California� School� of�
Medicine,�Division�of�Pulmonary�&�
Critical�Care�Medicine,�Los�Angeles,�
California,�USA

2013年５月　�主任教授、ネバダ大学医学部呼吸器内科
/集中治療医学教室、ラスベガス、ネバ
ダ州、アメリカ合衆国

　　　　　　�Professor� and� Chief,� University� of�
Nevada�School�of�Medicine,�Division�of�
Pulmonary�&�Critical�Care�Medicine,�Las�
Vegas,�Nevada,�USA

【研究テーマ】
ICU 管理、間質性肺疾患、サルコイドーシス、静脈
血栓塞栓症



今年は継　淳先生（脳神経外科：９期生）、西山純一先生（麻酔科： 10期生）、生駒憲広先生（皮膚
科：20期生）の３名が准教授に昇格されました。その中から継先生に寄稿していただきました。

准教授に昇格して
脳神経外科准教授　継　淳�（９期生）

このたび、松前光紀教授のご推挙により外科学系脳神経外科准教授に昇格させていただきました。若
輩者ではございますがこれからもご指導のほどよろしくお願いします。
私は東海大学医学部を昭和63年（1988年）、すなわち昭和時代最後の卒業期生（９期生）です。医学
部時代をいれますと30年以上を東海大学でお世話になっているわけです。昭和57年３月に故郷下関を
出て上京しましたが、その１か月前に「日本航空350便羽田沖墜落事故」いわゆる逆噴射事故がおこり、
祖父から「東京ってとこは怖いとこだから気いつけーよ」といわれ、緊張のあまり陸路向かった新幹線
では隣の人が気になり持たされた駅弁を一口も食べられずおまけに乗り物酔いをおこしてしまいました。
東京駅に着けば歩いて新宿駅を目指そうと、八重洲口で人に道を尋ねて笑われ、地下鉄に初めて乗れ
ば（地下鉄デビュー）立っている人がつり革につかまらず器用に新聞を読んでいたりするのを見て異次
元に来たような気がし、小田急線の切符を買う時、急行券はどうやって買うのかわからず、窓口で「あ
のー、すみません、だいこん（大根駅のことをダイコン駅と勘違いしていた）まで急行券おとな１枚く
ださい」といい失笑されたことをよく覚えています。方言丸出しでどうしても「○○してサー」などの
会話には一切加われず失語症になっていた自分に、関西弁の S君が「そんなん気にせんでええやんか」
と声をかけてくれました。当時はまだ卒業生も研修医どまりであり先輩たちも怖い人が多かったのです
が、多くの友人に恵まれながら青春を謳歌していました。あまり真面目な医学生ではなく、前期・後期
の終盤になってくると出席票を先輩や友人から購入していました。また、当時はコピー機がようやく
出てきた頃であり（１枚30円という相場であった気がします）、試験前には優秀な友人から借りたノー
トを持って、コピー機を持っているお店（コピー業で成り立っているお店・伊勢原駅南口のアサヒコ
ピー）に行きコピーしていました。バドミントン部に属して近隣の小中学校の体育館をお借りして日々
汗を流しておりましたが、現役引退後の６年次には東医体主管にもなり良い経験もしました。
私が東海大学脳神経外科に入局したのは全くの偶然というか「運命の赤い糸」めいたものがあったよ

うに感じます。医学部１年次の初期病院研修では当時の６C病棟（脳神経外科病棟）の看護師に付くこ
とになり、受け持った患者のひとりが「ロス疑惑のMさん」でした。ポリクリでは、私たちが初めて
の試みで付属大磯病院に２週間実習に行き、津金脳神経外科教授（当時、大磯病院副院長）にご指導を
受けました。有意義な２週間でしたが、私は「神経」が大の苦手でしたので、６年生に進級する春休み
に津金教授に「個人ポリクリ」を志願しました。２週間みっちりご指導いただき「神経を理解するには
神経解剖が重要なこと」を叩き込まれました。最終日にお礼を申し上げると、「君はこの春休み帰省し
なくてもよいのか？ もしよいのなら伊勢原でもう２週間実習していきなさい」といわれ、当時の佐藤
主任教授を紹介されました。伊勢原には現教授である松前先生、下田先生、さらに山田先生がいらっし
ゃり、連日（連夜？）非常に豪華な接待を受けさせていただきました。ところが後日その真意がわかっ
たのですが、おそらく入局させる口実（既成事実）だったのでしょう、入局後は先の先生方は人が変わ

卒業生の学内准教授３名誕生



ったのかと思えるぐらい本当に厳しかったです。ただし下田先生から「同期のなかで最も早く、できる
研修医として肩で風切って歩けるのは脳外科だけだぞ」と叱咤激励され、それを信じて研修したのが今
の臨床医の基礎になっているのは間違いありません。現在、立場的には研修医や脳神経外科専門医を目
指している修練医を指導するようになりました。当時私が受けた教育方法（研修方法）とはかなり異な
るでしょうが、先輩たちから受けた（感じていた）熱い情熱はこれからも引き継いでいき、東海大学育
ちの良医を育てていきたいと思っています。
最後に東海大学医学部および星医会の益々のご発展をお祈りいたします。



星医会理事　金井 厳太�（23期生）

過去最速記録で開花宣言が出た東京都心は穏やかな陽気に恵まれ、2013年３月10日に新宿京王プラザ
ホテル「花」にて第33回星医会総会が開催されました。遠方からも足をはこんでいただき137名のご参
加をいただき、たいへん賑やかな雰囲気の中開催となりました。
総会では参加者全員による校歌斉唱の後、金渕 一雄 星医会会長より１年間の星医会事業報告があり
ました。ひきつづいて、山田 清志 東海大学副学長（写真①）、猪口 貞樹 東海大学付属病院長（写真②）、
後藤 俊郎 東海大学同窓会副会長（写真③）の来賓ご挨拶をいただきました。その後、幕内 博康 東海大
学医学部付属病院本部長（写真④）による乾杯のご発声をいただき、楽しい宴が始まりました。
毎年、星医会若手会員を対象として優れた研究論文に対して星医会賞を授与しており、今年度の第19

回星医会賞は27期生で整形外科助教の伊藤 聡 先生が選ばれ受賞されました。また、星医会奨励賞には
28期生で整形外科助教の鵜養 拓 先生が選ばれ受賞されました。この賞には例年、優れた研究論文の応
募が相次ぎ、星医会賞に選ばれた論文はもちろん、すべての応募された論文はいずれも意義のある大変
興味深い内容のものばかりでありました。
本年も大変残念なことでありますが、基礎医学系分子生命科学の猪子英俊先生、基盤診療学系再生医

療科学の加藤俊一先生の２名の退職教授があり、本学を去られることとなりました。いずれの先生方も
長きにわたりお世話になり、参加した会員からのお礼の言葉が絶えませんでした。
さらに、医学部学生の課外活動で今年度優秀な成績をおさめた柔道部、バスケットボール部にはそれ

ぞれ星医会より学生課外活動奨励賞が贈られました。昨年に続き両クラブとも東日本で優秀な成績をお
さめており、これからも勉学ともクラブ活動のお手本として活躍が期待されます。
ここ数年の星医会総会では卒業間もない会員の先生方にも参加していただくため、卒後30年、20年、
10年と新卒の参加費を無料とさせていただき、幅広い交流をもっていただける場となるよう努めており、
今後その成果が期待されるところであります。

第33回星医会総会報告

写真①

写真③

写真②

写真④



星医会副会長　池田 正見�（２期生）

2013年３月10日、第15回支部長連絡協議会を開催いたしました。東日本大震災から２年、現在36支部
会中24の支部会より出席していただきました。
昨年まで35支部でありましたが山口支部が発足いたしました。今回の連絡協議会には出席できません
でしたが１月12日に12名の参加で初支部会を開催したとの事です。
2012年度に星医会本部に報告された支部会活動は15支部でありました。報告されない活動もあるかも
しれませんが、各支部で様々な形で行われております。講演会と懇親会、懇親会のみ、合同開催など
様々であります。
今回も支部長連絡協議会において各支部より報告をいただきました。共通した問題点はやはり若い会
員の方々の参加が少ない点のようです。
全国の私立医科大学では東京、神奈川の合格者が多く、支部会の危機が言われております。新研修医
制度が始まり星医会会員の多くが地方の大学や病院で研修医として活躍しております。支部会の活動を
活発に、強固にして地方で研修する星医会会員にも参加を呼びかけ、支部会の危機より脱却していきた
いものです。
各支部におかれましては是非支部会を開催していただきます事はもとより、多くの会員が参加する工
夫をお願い申し上げます。
同窓会活動の中に全国私立医科大学同窓会連絡会があります。これは毎年11月に全国私立医科大学の

同窓会の役員が一堂に会します。またこの会は東部会（東日本）、西部会（西日本）がありそれぞれ年１
回の会合があります。また神奈川県では東海大、北里大、聖マリアンナ医大の３校で「医意会」という
同窓会の連絡会があります。昨年度より宮城支部はこの医意会の宮城県版を支部会として行っていると
聞いております。各支部の皆様も様々な取り組みで支部会活動の活性化を試みていただければ幸いです。

参加支部会  
北海道支部 （吉田貴彦・伊藤宇一）
北東北支部 （金子　雅）
秋田支部 （木村　衛）
宮城支部 （萱場　潤）　
福島支部 （鳴瀬　淑・坂本浩保）
千葉支部 （椎名泰文）
東京城東支部 （菅野公司）
横浜川崎支部 （北田　守）　

湘南支部 （後藤研一郎）
県央支部 （岡本裕一）
山梨支部 （橘田　豊）
新潟支部 （笠原　紳）　
岐阜支部 （河合憲司）
静岡支部 （宮澤正行・小林俊雄）
愛知支部 （高浜信也）
大阪支部 （奥井克治・明石裕光）

三重支部 （中本節夫）
広島支部 （福原一作）
四国支部 （松山毅彦・真鍋上二）
福岡・佐賀支部 （諌山士郎・後藤安正）
長崎支部 （松村暢之）
宮崎支部 （萩原　忍）
大分支部 （森　哲）
鹿児島支部 （徳永雅仁）

第15回星医会支部長連絡協議会報告



第19回星医会賞報告

星医会賞担当理事　今岡 千栄美�（３期生）

本年３月10日、星医会総会において星医会賞の表彰が行われました。
今回、受賞の栄誉を勝ち取られたのは伊藤 聡君（27期生）です。
論文表題は Repair of articular defect with layered chondrocyte sheets and cultured 

synovial cellsです。
そして、星医会賞奨励賞には鵜養 拓さん（28期生）が選ばれました。
今回はお二人とも外科学系整形外科学の所属でした。
おめでとうございます。
残念ながら受賞には至りませんでしたが、今回ご応募いただきました先生方、ご尽

力、ご協力いただいた皆様方に心より御礼申し上げます。
今号に伊藤先生、鵜養先生の受賞論文要旨を掲載しておりますのでぜひご精読くだ

さい。

今年も既に、このお二人の先生に続く卒後10年以内の若手研究者諸氏の成果を募集
受付しております。高質の研究成果で賑わう星医会賞を期待しております。



星医会賞

積層化軟骨細胞シートと  
培養滑膜細胞による軟骨修復の検討 

整形外科学　伊藤　聡�（27期生）

目的
我々は、温度応答性培養皿から得られた接着性を有する細胞シート
による関節軟骨治療の臨床応用を目指し、動物実験を継続している。
本研究の目的は、家兎膝軟骨損傷モデルを用いて積層化軟骨細胞シー
トおよび滑膜細胞による治療効果を検討することである。

対象・方法
生後16～18週日本白色家兎４羽８膝から得られた膝関節軟骨細胞と滑膜細胞を酵素的に単離後、温度
応答性培養皿に滑膜細胞を、温度応答性インサート内に軟骨細胞を播種し、共培養を行い積層化軟骨細
胞シートを作製した。A：滑膜細胞1.8×106移植群、B：積層化軟骨細胞シート（1.7×106）移植群、C：
滑膜細胞3.0×105＋積層化軟骨細胞シート移植群、D：滑膜細胞6.0×105＋積層化軟骨細胞シート移植群、
E：滑膜細胞1.2×106＋積層化軟骨細胞シート移植群、F：骨軟骨欠損群、それぞれ片側膝関節 （各群 n=

４、total： 48膝）に骨軟骨欠損（径５mm深さ３mm）を作製し、積層化軟骨細胞シートと滑膜細胞を
移植し、術後４、12週で犠牲死させた。評価は Linton社製 Incapacitance Testerを用いて術直後からの
患肢重量配分比の推移を疼痛評価の指標とした。また、組織切片を作製し、サフラニン O染色と ICRS 

grading systemによる組織学的評価を行った。

結果
患肢重量配分比は術後４週で Aから E群は34.8±1.3％から47.8±1.7％まで改善したが、F群は33.4±

2.9％から38.8±4.0％の改善に留まった。組織学的には術後４週で Aから E群の欠損部はサフラニン O

の染色性を認め、ICRS grading systemでは A群は28.0±5.0、B群は26.3±6.6、C群は31.3±4.0、D群
は35.5±4.4、E群は35.8±4.7、F群は17.0±1.2であった。術後12週では A群は29.0±0.8、B群は31.8±
5.4、C群は32.3±5.0、D群は38.8±2.1、E群は40.1±2.5、F群は23.3±2.4であった。術後４、12週で A

から E群は F群と比較し有意に（p＜0.05）高値を示し、D、E群は A、B群に比して有意に高値を示
した。

結論
積層化軟骨細胞シート、滑膜細胞移植により術後４週で疼痛軽減効果が示唆され、組織学的にも有意
な修復効果を認めた。積層化軟骨細胞シートと滑膜細胞の併用の有効性が示唆された。



星医会賞奨励賞

MicroRNA-199a-3p, microRNA-193b, microRNA-

320c は軟骨の加齢に関与し軟骨代謝を制御する

整形外科学　鵜養　拓 （28期生）

目的
本研究の目的はヒト関節軟骨における miRNAと加齢との関係を検
討することである。また、加齢に関与する miRNAの関節軟骨に対す
る影響を検討することである。

方法
東海大学臨床審査委員会承認後手術施行時に多指症６例（11～16か月）、前十字靱帯損傷３例（15～31
歳）、変形膝関節症17例（60～79歳）の関節軟骨を採取し、RNA抽出後マイクロアレイを用いて年齢と
ともに変動していく miRNAを抽出した。次に抽出された miRNAと関節軟骨との関係を調べるために
miRNA発現を上昇させた mimic群と miRNA発現を減少させた inhibitor群を用いて遺伝子発現は real 

time PCRを用いて、細胞増殖能はMTT assayを用いて評価した。

結果
マイクロアレイの結果、年齢が上昇するのにつれて発現が上昇していく miRNAとして miR-199a-3p、

miR-193bが抽出され（P<0.05）、年齢が上昇するのにつれて発現が減少していく miRNAとして miR-

320cが抽出された（P<0.05）。Real time PCRを施行した結果では miR-199a-3pの発現上昇群において
aggrecan（P<0.01）、Type 2 collagen（P<0.05）、SOX9（P<0.05）の発現が低下し、反対に発現抑制群で
は aggrecan（P<0.05）、 Type 2 collagen（P<0.01）、SOX9（P<0.05）の発現が上昇していた。miR-193b
群でも発現上昇群では aggrecan（P<0.01）、 Type 2 collagen（P<0.05）、SOX9（P<0.05）の発現が低下し、
発現抑制群では aggrecan（P<0.01）、Type 2 collagen（P<0.05）、SOX9（P<0.01）の発現が上昇していた。
miR-320cの発現上昇群では ADAMTS5の発現が低下（P<0.05）し、反対に発現抑制群では ADAMTS5の
発現が上昇（P<0.05）していた。MTT assayではmiR-193b発現抑制群の day7のみで優位差が認められ
た（P<0.01）が、その他の群では優位差は認められなかった。

考察
関節軟骨の加齢に関与すると思われるmiRNAとして、miR-199a-3p、miR-193b、miR-320cの３種類の

miRNAがマイクロアレイの結果より抽出された。抽出された３種類のmiRNAのうちmiR-199a-3p、miR-

193bは関節軟骨との関連性を検討した報告がされている。ところが、miR-320cと関節軟骨との関連性
を報告したものはなく軟骨に影響を与える新たなmiRNAである可能性が示唆された。さらに、本研究
の real time PCRによる結果miR-199a-3p、miR-193bは aggrecan、Type 2 collagen、SOX9などの anabolic 

factorを制御することで、miR-320cは ADAMTS5を制御することにより軟骨代謝に関与している可能性
が示唆された。MTT assayの結果ではmiR-193b inhibitor群のみで優位差を認めたがその他の群では優位
差を認めておらず注目した３種類のmiRNAは軟骨細胞の増殖能には影響を与えていないと考えられた。

結論
今回抽出した加齢に伴い発現が変化する miRNAのうち、miR-199a-3p、miR-193bは aggrecan、Type 2 

collagen、SOX9を制御することで、miR-320cは ADAMTS5を制御することで軟骨代謝に関与していた。これら
のmiRNAは変形性関節症のマーカーや細胞移植時の移植組織の評価などへの応用も期待できると考えられる。



第20回星医会賞募集

◦応募方法（申請用紙は下）

　１．自薦・他薦は問わない
　２．英語あるいは日本語による学術論文とし、本会会員が筆頭著者であるもの
　３．資格は本会入会後10年以内の者とする（本年の場合は、25期生以降）
　４．締切は毎年11月30日（前年12月１日から当年11月30日までに掲載された学術論文（ひとり１論文）
　５．別刷またはコピーを５部を申請用紙と共に提出する

◦問合せ及び応募書類送付先

　〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143　東海大学星医会事務局
　TEL：0463-93-1121（内線4104）　FAX：0463-91-5913

第20回星医会賞申請用紙

別刷（コピー可）も５部提出して下さい。

フ リ ガ ナ
氏　　名 第　　　期生

現　　職
（勤務先所属）  連絡先 TEL：

 e-mail：

受賞候補業績

題　　　名

掲　載　誌
巻、　　号、Ｐ　　～Ｐ　　　, 　　　　年　　

著　　　者
（共著も含む）



吉邨泰弘先生を偲んで
岡宮産婦人科　岡宮 保彦 （４期生）

吉邨泰弘先生は、平成25年１月20日に急逝されました。　
あまりに早すぎる訃報に接し、ただ茫然といたしております。
吉邨先生とは、東海大学医学部入学後、お互いにバレーボール部に所属

し、とても親しくなりました。吉邨先生のご尊父も産婦人科医で在られま
したが、吉邨先生が高校生の時に他界されたと聞いておりました。私の父
も産婦人科医であり、家に泊まりに来ては、父を慕ってくれてよく夜遅く
まで話に花が咲いておりました。
吉邨先生は、とても勉強が出来、まじめで非の打ちどころのない男でした。
またスポーツマンでもあり、バレーボール部のキャプテンとして部員の

面倒をよく見てくれていました。ポジションは、セッターで、冷静沈着な彼にはぴったりであり、わがまま
な僕らアッタカーの要望に嫌な顔一つ見せずに、すばらしいトスを上げてくれていました。彼のお陰で、東
医体で何勝もあげることができました。
バレーボール部は、春と夏に合宿があり、西湖や山中湖、伊豆の松坂等いろいろなところに行きました。朝から

晩までいつも一緒に行動し、一緒に風呂に入り、みんなで雑魚寝の合宿場。旅館が経営するオンボロ体育館でよく
練習しました。今もなつかしく、田舎町に１週間近く寝泊りする楽しい毎日を吉邨先生と過ごした事を思い出します。
大学卒業後、吉邨先生と私は横浜市大の産婦人科に入局しました。横浜市大へ入局するきっかけは、吉邨先

生のご尊父が横浜市大産婦人科教室出身ということもありました。東海大医学部を卒業する直前に、二人で当
時の産婦人科教室の藤井明和教授に市大の産婦人科に入局すると報告に行った時のことです。藤井明和教授は
「そうか、市大の水口さんのところに行くのか。一生懸命研究して、学会発表で会おうな。やさしい質問をし
てあげるよ。」と言われ、二人でホッとして帰ったことを昨日のように思い出します。
横浜市大産婦人科入局後も、吉邨先生と私は同じ内分泌の研究グループに入り、夜中というよりも、朝方

まで研究室に居るような毎日を過ごしました。吉邨先生は手先が器用で、ラットの採血等、とても上手だっ
たことを記憶しています。
診療においても、吉邨先生は、単なる治療だけでなく、対話を重視した診療を心掛けておられ、患者さん

が安心して相談できる医者でした。
吉邨先生の奥様の純子さんは、市大産婦人科病棟のナースでいらっしゃり、とても可愛らしくて、これは

絶対吉邨先生の好みだなって確信していたら、吉邨先生の猛アタックでゴールインされ、幸せな家庭を築い
ていらっしゃいました。
1991年に川崎市でご開業されてからは、川崎産婦人科医会の医会長をされたり、神奈川県産婦人科医会の

お仕事を熱心にされていらっしゃいました。お互いに開業してからは、なかなか会うことも出来ずに、今回
の急逝となり、残念な思いと後悔の念に駆られています。
吉邨先生と一緒に汗を流した日々は一生忘れません。かけがえのない友情と思い出をありがとう。
心からご冥福をお祈りします。

訃報

故 吉邨先生と奥様　今年の賀状より

東海大学名誉教授　山村 雅一先生（元分子生命科学教授）
平成25年５月８日未明永眠されました。享年69歳。謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。



東海大学ホームカミングデ―に遊びに行こう

 ホームカミングデー実行委員 

 星医会副会長　白石 光一�（５期生）

急 募 ：医学部デモンストレーション業務　医療相談、血糖チェック　当日まで待っています。

第13回ホームカミングデー開催のお知らせ

日　時：2013年11月3日（日）文化の日　10時から16時
会　場：東海大学湘南校舎　コムスクエア、体育館
内　容：
１．東海大学全学部が学部デモンストレーション
　　 コムスクエアで東海大学全学部が一か所に集まって学部のデモを行います。医学部は、生活習慣病

をメインテーマに展示と医療相談、血糖チェックを行います。昨年は、農学部のハム、海洋学部の
蒲鉾、経営学部の地域産業活性化プロジェクトのワインなどはおいしかった。東海大が誇る工学部
は各学科のユニークな展示 :DNA 解析から七宝焼きまで楽しめます。

２．パーティー
　　 体育館で学部ごとのテーブルを囲んで同窓生、恩師が再会を喜びあえます。抽選会もあり盛り上が

ります。たまに、数少ない医学部 OB にも海外旅行が当たったこともありますので一人でも友人と
でも家族でも楽しめます。時間があったら医学部デモンストレーションに来てください。

３．縁日、展示、ほか
　　 家族みんなで楽しめます。今年はどんな遊びがあるか楽しみです。展示では、パナソニックの CM

でもおなじみの世界ソーラーカーラリー優勝車の展示も予定です。大会直後で間に合わないことも
あり。学内ツアーがあり珍しいものも見学できます。

つぶやいているより、LINE しながらでも参加しよう
開催日は、建学祭の真っただ中ですので湘南校舎はとてもにぎわっています。伊勢原校舎でも伊勢原祭
がおこなわれているでしょう。医学部ではオープンキャンパスが行われ（継先生ご苦労様です）、湘南
国際マラソンが西湘バイパスで行われ（本多先生ご苦労様です）湘南校舎では HCD と各所で医学部同
窓生が働いています。文化の日に HCD に参加しましょう。



第107回医師国家試験の結果報告
 医師国家試験対策委員長

血液腫瘍内科学　川田 浩志�（10期生）

東海大学医学部医師国家試験対策委員長をつとめさせていただいております内科学系血液腫瘍内科の
川田浩志です。星医会会員の皆様におかれましては、平素より医学部の学生教育にご協力賜り、まこと
にありがとうございます。本誌面をお借りして、篤く御礼申し上げます。
さて、平成25年２月９日から11日の３日間にかけて実施されました第107回医師国家試験についてご
報告させていただきます。
まず、合格率についてです。新卒は、ほぼ全国平均（東海106人／114人 （93.0％） 、全国7205人／
7742人 （93.1％））で、既卒をあわせた総計では、全国平均を若干上回る合格率でした（東海117人／129
人（90.7％）、全国 7696人／8569人（89.8％））。また、117人という合格者数は、全国の医学部・医科大
学の中で最多であり、東海大学医学部は医師不足の日本社会に大変貢献できております。
次に、国家試験の出題傾向についてです。近年の出題傾向で最も顕著なのは、実際の臨床現場に即し

た問題がより多くなってきているということです。昨年の国家試験では、「まず何をするか」を問う問
題形式が急増いたしましたが、今年は「では次に何をするか」を問う問題が増加しており、受験生は臨
床実習などを通して診療の一連の流れを把握しておくことが求められています。また、画像数や長文問
題が増加してきており、よりスピーディに、確実に解き進めていく必要性も高まっています。
合格基準も、必修問題で80％以上正答することが必須なのに加え、一般問題と臨床実地問題の合格基

準が年々上昇しております（一般問題： 105／106／107回＝64.5／67.0／69.5％、臨床実地問題： 105／
106／107回＝62.60／71.17／71.50％）ので、イージーミスをなくし、取れる問題を確実に取れるように
することが大切となります。
以上を踏まえ、今年も６年生の国家試験突破に向かって指導にあたって参りたいと存じますが、まず

国家試験突破の前に卒業試験を突破しなければなりません。東海大学医学部の卒業試験成績は、国家試
験結果とよく相関しておりますので、学生には卒業試験をできるだけ高得点で合格するよう促しており
ます。
卒業試験は、従来の７月から開始する Part１～２に加えまして、今年から Par ０という試験を新た

に実施することにいたしました。これは春休み直後に行うもので、国家試験合格のハードルが年々高く
なってきていることを考慮し、より早期から学生に勉強のエンジンをかけてもらうことを目的としたも
のです。すでに Part ０は終了しており、受験した６年生の多くから、早い時期に自分の実力の現状を
認識できてよかった、などの前向きな感想をいただいております。なお、卒業試験の合格基準は、今年
度も総計70％以上（再試も70％以上）と、すでに医学部において決定しております。これは、学生にも
告知して承認されておりますので、星医会会員の皆さまにおかれましてもご承知下さいます様よろしく
お願い申し上げます。
それから、定期的に開催される模擬試験を受験することも大変重要です。たびたび３日間も模試にあ

てなくてはいけないのは大変だ、という意見を学生からいただくことがありますが、現在の３日間（し
かも毎日９:30～17:00まで）続く国家試験本番では、学力のみならず精神力と体力も必要で、自分なり
のペース配分を考えたり、コンディションの維持に配慮したりすることも重要です。これらの点から、

第107回医師国家試験結果報告



模擬試験はとても良い疑似体験になると思われます。また、国家試験の合否は、全国の受験生との“相
対評価”で下されますので、全国における自分の順位を定期的に確認していくことも大切です。なによ
り、模擬試験受験費用の一部は、星医会よりバップアップしていただいておりますので、それらのバッ
クアップのうえで受験している模試については、とくに原則、全員受験を促しています。
私も医師国家試験対策委員長という重責を拝命し、はや４年目となりました。今後いつまで続けられ
るかわかりませんが、今年も多くの皆様のお力をお借りしつつ、全力で学生を支えて参りたいと存じま
すので、星医会会員の皆さまにおかれましても、引き続きご協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し
上げます。

◇第107回医師国家試験結果
本学卒業生

受験者数 合格者数 合格率
新　卒 114 106 93.0%
既　卒  15  11 73.3%
合　計 129 117 90.7%

全国平均
新卒合格率 既卒合格率 総合格率

国立大学平均 93.9% 59.0% 90.7%
公立大学平均 96.3% 58.1% 94.0%
私立大学平均 91.8% 61.8% 88.9%

総計平均 93.1% 59.4% 89.8%

◇回数別合格状況（本学・全国）
回（年度） 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 全国合格率

第102回（2007） 110 106 90.6% 8,573 7,535 87.9%
第103回（2008） 107  88 76.6% 8,535 7,737 90.6%
第104回（2009） 130  82 76.6% 8,428 7,668 91.0%
第105回（2010） 131 117 89.3% 8,447 7,538 89.2%
第106回（2011） 106  91 85.8% 8,521 7,688 90.2%

• 49号会報の第105回合格者数・合格率に間違いがございました。 

訂正してお詫び申し上げます。



第15回日本臨床腸内微生物学会を主催して

東海大学八王子病院口腔外科　坂本 春生（特別会員）

第15回日本臨床腸内微生物学会は平成24年９月１日 東海大学八王子病院 TOKAIホールにて行われ
ました。本学会は、消化管に常在する細菌による疾患の診断、治療、基礎的研究を臨床の視点から
論ずる場所として注目を浴びております。今回は私どもが担当することから、口から肛門までの消化
管に焦点を当て、幅広い分野から数多くの貴重な講演がなされました。教育講演１は「口腔常在真
菌 Candidaの基礎と臨床」を鶴見大学副学長の前田伸子教授、教育講演２は「H.pyroli除菌における
L.gasseri OLL2716(LG21)の併用効果について」を本学総合内科の高木敦司教授が行い、会員に大きな感
銘を与えました。また、シンポジウム１は「口腔細菌の引き起こす疾患とその管理」、シンポジウム２
は「Clostridium diffi cille 感染症をまとめる」のタイトルのもと、各分野に造詣の深い各演者が素晴らしい
講演をされ、フロアーからも活発な議論が展開されました。その他、ランチョンセミナー、一般演題が
行われました。腸内細菌をはじめとする常在細菌叢の理解とその制御は、21世紀の医学において最も重
要な研究分野の一つでありますが、発表された研究成果は独創性に富み、天候が不順にもかかわらず参
加された多くの参加者に深い感銘を与えるものでした。本学会の運営に関しまして、星医会からは多大
なご援助を頂きましたことを深謝申し上げます。金渕会長どうも有り難うございました。



　会員からのお便り

御報告

　桂木 啓和（15期生）

昨年来、当グループで大阪府松原市において掘削していました温泉が先日とうとう地下1330メートル
付近で水脈にあたり涌出しました。
湯温51.0℃、湯量1000トン／日で、成分はナトリウム・カルシウム塩化物泉の温泉です。
アトピーなどの皮膚疾患、関節痛やリウマチ、慢性便秘、慢性胃腸病に効果があります。飲泉もして
いただけると思います。
女性にはいわゆる美人湯として喜んでいただけます。
今後は、一般の銭湯（大阪府の銭湯代420円より安い値段を考えています。）、温泉を利用したガン緩

和ケア、高齢者が本格的な温泉を楽しめるグループホーム、デイサービス、身障者への器械浴などの事
業展開を考えています。
平成27年頃の開業・オープンを目指しています。
星医会の諸先生方には、オープンのあかつきには是非大阪にお立ち寄り下さい。

平成25年5月21日
医療法人　桂輝会　かつらぎクリニック

理事長　桂木　啓和
大阪市住之江区御崎5丁目2 21

電話06 6686 5786
FAX06 6686 5766

卒業生を輩出して30年以上経過してくると、徐々にではあるが学内にも毎年教授が誕生してきている。
このことは医学部生たちが東海大学医学部におけるキャリアパスを考えるときに非常に重要になっている。
某大学ではいつまでたっても卒業生が教授や准教授に昇進しておらず、多くの卒業生は母校に残っていく
ことをためらっているらしい。その意味からすると健全なのかもしれないが、医学部生たちのモチベーシ
ョン向上にはもっと多くの東海大学出身教授が必要であろう。（希）
最近、卒後教育指導を受け多く学ぶところがありました。これから益々、若手医師の確保が難しくなって
くる情勢ですが、活気ある東海大学を目指して自身の身も引き締めてかからねばなりません。（草）

編集後記



事務局からのお知らせ 

会費（20年会費・年会費）の納入について

・20年会費：卒後５年以内に納入 ５万円
　　　　　　（住所ラベル氏名右下に＊のついている会員は20年会費が未納です）
・年 会 費：卒後21年目より納入 １万円
・振 込 先：星医会 代表 金渕 一雄
　　　　　　三菱東京UFJ 銀行：本厚木支店（普）1505814
☆ 便利な年会費の口座振替サービスを開始しました。申込用紙希望者は事務局までメール又は電話
　 でご連絡下さい。申込み用紙をお送りします。

東海大学伊勢原図書館のご利用について

基本的に卒業生の図書館利用は可能です。
１）平日利用：受付カウンターにて同窓生であることを申し出てください。
２） 日・祭日・夜間の利用：無人による開館となり、自動入退館システムでの利用（学生証、身分証、

図書館利用カードなどをカードリーダーに読み込ませる）となります。
　＊図書館利用カードの申込について：
　　図書館平日開館時に受付カウンターで申込手続をとって下さい。
　　詳細は東海大学伊勢原図書館のHP （http://erl.med.u-tokai.ac.jp/） をご覧下さい。

現住所、勤務先等 変更届のお願い

現住所、勤務先、氏名等の変更の際には本誌綴込の異動連絡票または e-mail にて事務局宛ご連絡下
さるようお願いいたします。なお、ホームページからの変更も可能です。

お問い合わせ先

東海大学医学部同窓会
〒259-1143　神奈川県伊勢原市下糟屋143
TEL  0463 93 1121（内線4104）　　FAX  0463 91 5913
http://seiikai.med.u-tokai.ac.jp/ 　　email・seiikai@tokai-u.jp

星医会ホームページ上のお名前について

　星医会では2003年3月9日よりホームページを立ち上げ、会員の皆様に御利用いただいておりま
す。星医会のHPでは役員の氏名、支部長・事務局長・ブロック長の氏名、会報の著者名、星医会賞
受賞者名などが公開されております。ご存知の通り、web上ではGoogle などのサーチロボットが
情報を検索しており、先生のお名前で検索いたしますと星医会のHPがヒットする可能性がございま
す。もしも、お名前の削除を希望される場合には、お手数とは存じますが事務局まで御連絡いただけ
ますようお願いいたします。
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